
別記様式第１号（第５条関係） 

総合計画審議会 会議経過要旨 

会 議 名 第１回木津川市総合計画審議会 

日 時 
平成 25 年５月 28 日 

午後１時 30 分～午後４時 
場所 木津川市役所会議室４－４ 

委 員 

■真山 達志（会長）  □土山 希美枝（副会長） 

■髙味 孝之 

■坂本 利紀       ■福本 桂子    □水野 勝夫 

■稲田 進（途中退席） ■金川 光子    ■久保 恭子 

□高岡 善夫       ■中津川 敬朗   ■西澤 浩美  

■平田 克子        □湯瀬 敏之 

※□：欠席者 

その他出席者 株式会社地域未来研究所：田渕氏，倉嶋氏 

出 席 者 

庶 務 
事務局  

学研企画課：尾﨑公室長，尾﨑課長，奥田課長補佐，楠見主任 

 

議 題 

 

１．開会 

２．市長あいさつ 

３．委員紹介 

４．会長・副会長選出 

５．会長あいさつ 

６．諮問 

７．議事 

（１）確認事項 

①木津川市総合計画審議会の運営について 

②木津川市総合計画策定方針について 

（２）説明事項 

①木津川市総合計画の概要について 

（３）審議事項 

①今後のスケジュールについて 

②まちづくりに関するアンケート調査（案）について 

（４）その他 

①次回審議会開催日程について 

８．閉会 

 

会議結果要旨 

 

１．開会 

事務局より開会を宣言した。 

 

２．市長あいさつ 

河井市長より、開会にあたり挨拶があった。 
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３．委員紹介 

事務局より、審議会委員の紹介があった。 

 

４．会長・副会長選出 

会長として、真山委員を選出した。 

副会長として、土山委員を選出した。 

 

５．会長あいさつ 

真山会長より、選出にあたり挨拶があった。 

 

６．諮問 

河井市長より、木津川市総合計画審議会に対し諮問があった。 

 

７．議事 

（１）確認事項 

①木津川市総合計画審議会の運営について 

「資料２ 木津川市総合計画審議会の運営について」、「資料３ 木津

川市総合計画審議会条例」、「資料４ 木津川市総合計画審議会運営内規」

を用いて、木津川市総合計画審議会の運営について確認するとともに、運

営内規に基づき、会議録の署名委員として、髙味委員を指名した。 

 

②木津川市総合計画策定方針について 

「資料５ 木津川市総合計画後期基本計画策定方針について」、「資料

６木津川市総合計画後期基本計画策定方針」を用いて、木津川市総合計画

後期基本計画策定方針について確認した。 

 

（２）説明事項 

①木津川市総合計画の概要について 

「第１次木津川市総合計画概要版」を用いて、木津川市総合計画の概要に

ついて説明を行った。 

 

（３）審議事項 

①今後のスケジュールについて 

「資料７ 総合計画後期基本計画策定スケジュール（案）」を用いて、

今後のスケジュールについて提案し、現案のとおり承認された。 

 

②まちづくりに関するアンケート調査（案）について 

「資料８ 木津川市のまちづくりに関するアンケート調査（案）」、「資
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料９ 木津川市のまちづくりに関するアンケート調査 調査票（案）」、「資

料 10 木津川市のまちづくりに関する中学生アンケート調査 調査票（案）」

を用いて、アンケート調査について提案し、一部の事項について会長と事

務局にて再調整を行うことで承認された。 

 

（４）その他 

①次回審議会開催日程について 

次回審議会は、平成 25 年７月 10 日（水）午後３時から開催することを

通知した。 

 

８．閉会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

会議経過要旨 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．市長挨拶 

後期基本計画の策定については、基本構想部分を変更せず、前期の進捗

や成果を検証する。 

後期基本計画は、平成 26 年度から 30 年度までの木津川市の羅針盤とな

るものである。今後は、普通交付税が段階的に削減され、平成 33 年度に合

併算定替が終了する。50 数億円の交付税を３町合併当時の割合でいただい

ており、約 10 数億円の交付税が減額する予定である。大型事業を計画する

ものではなく、スクラップ・アンド・ビルドで見直していきたい。 

それぞれの委員の立場から、意見を賜れば幸いである。 

 

２．会長・副会長選出 

会長として真山委員を選出 

副会長として土山委員を選出 

 

３．会長挨拶 

現総合計画の策定にも関わったが、改めて身を引き締めて取り組みたい。

委員の協力もお願いしたい。 

今回策定する計画は、市民のために良いまちづくりをする先頭に立って

いくための、基本になる計画となる。 

府県レベルでは道州制の話もあり、今後、基礎自治体である市の重要性・

必要性は更に増すことになる。 

木津川市は合併７年目であるが、合併効果を得るには 10 年かかると言わ

れている。やっと動き出したところであり、効果を 大限に発揮した新し

いまちづくりを目指したい。 

 

４．諮問 

会議結果要旨のとおり 
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５．議事 

 主な意見・質疑等は次のとおり 

 （○…質疑・意見、→…質疑に対する返答） 

 

（１）木津川市総合計画審議会の運営について 

会議結果要旨のとおり 

 

（２）木津川市総合計画策定方針について 

○委員の任期は２年間だが、策定する計画は平成 26 年度からのものである。

平成 25 年度中を目指しての策定という理解でよいのか。 

→平成 25 年度中に策定していただきたく、ご協力をお願いしたい。 

基本的には、今年度 1年間で活動をお願いすることになる。 

 

○これまでの５年間の進捗状況の検証か、今後５年間に取り組むべき施策か

どちらに重きをおいて審議を進めていくのか。 

また、総合計画は数値目標を取り入れた総合計画となっており、その整合

性の確認のため、財政見通し等、判明している部分については資料として提

出いただきたい。 

→庁内ワーキングチームにおいて、事業について進捗状況を検証し、未実

施の部分については、実施が可能かどうか検証し、見直しを行っていく。

その内容は審議会でも報告させていただきたい。市民アンケートを実施し、

市民がどのように感じているかについても検証を行う。 

また、財政収支見通しと決算書の乖離については次回審議会でお示しし

たい。 

 

○総合計画は基本構想・基本計画・実施計画の３本柱で構成される。具体計

画は実施計画の中で検討されていると思うが、実施計画はどのように策定さ

れ、公表されているのか。 

→実施計画については、毎年、庁内で進捗状況を確認し、見直しを行って

おり、その内容は市ホームページで公表している。 

○市民にとっては進捗状況を把握することが難しい。市民にできる限りの公

表をお願いしたい。 

→今後検討を行う。 

 

（３）木津川市総合計画の概要について 

会議結果要旨のとおり 
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（４）今後のスケジュール(案)について 

会議結果要旨のとおり 

 

（５）まちづくりに関するアンケート調査(案)について 

○3.11 の東日本大震災以降、再生可能エネルギーや温暖化対策など意識が高

まっているが、該当する項目がない。エネルギー的な項目を追加できないか。

木津川市は、太陽光発電の行政補助が無いにも関わらず、府内で設置率が高

い状況にある。住民としては、エネルギーに関心が高まっている。 

○総合計画の策定を行った５年前は、震災前である。５年間でどのように社

会が変わってきたかを把握するのは重要な部分。震災後、CO2 の削減から、エ

ネルギーをいかに効率的に使うか、という方向に考え方がシフトしている。 

○大きな社会変化が内容に反映されているかというと、あまり反映されてい

ない。エネルギーに関する項目は、追加しても良いのではないか。もしくは、

問２～27 内に追加するかである。 

○問２以降が望ましいのではないか 

○太陽光発電に興味があるか、設置意思があるか、有料でも設置したいかど

うかなどの質問はどうか。 

○補助金の有無というよりは、まちとして、再生可能エネルギーをどう考え

ていくか、という大きな問題意識としてほしい。公共施設の屋根を活用して

設置する事例もある。 

○大きな枠組ではその通りだが、市民アンケートなので、市民が回答しやす

くなくてはならない。 

○色々なエネルギーがあり、わかりやすく市民に聞くことは無理がある。 

基本計画には盛り込んでいくべきであるが、アンケートでは難しいと思う。

まず市として政策を打ち出してから、問うべきではないか。 

○何かの形で盛り込むことが重要であり、庁内から別の方法で評価が行われ

るならば、アンケートでなくても構わないのではないか。何らかの形で評価

は行っていただきたい。 

○この時代に作る計画なので、ぜひ庁内で検討いただきたい。アンケートで

質問されないからといって、計画に盛り込まれないわけではない。アンケー

トで市民のニーズをすべて吸い上げているわけでもない。 

エネルギーについても意識しているとメッセージを込めて、問 1 の中に一

項目追加してはどうか。 

→現状の形態では収まるところが無いので、項目を足すことが良いのでは

ないか。選択肢のみの工夫では不自然である。 

 本件は、会長と事務局にて再調整を行うことで承認された。 
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○対象者が市民であることから夜間人口のみしか聞けていないことになるの

ではないか。市外から等、昼間の木津川市の意識は聞かなくて良いのか。従

業者や観光客など、外から見てどう見えるのか、という視点で議論ができる

よう今後検討していただきたい。 

○既存の観光や商業関連の統計調査等から、数値化されたものがあればチェ

ックいただき、審議会で資料として出していただければと思う。各課で使用

している資料等もあるのではないか。 

→庁内ワーキングチームでも議論を行い、必要な統計結果等についても審

議会に提示させていただく。 

 

○施策の中でいろんな部分とのコンタクトがあるだろう。その時々で吸い上

げている色々な意見を反映したい。アンケートだけでは物足りない。 

前回は地域審議会というものがあった。地域の方々の意見をどのように汲

み上げ、反映していくかも踏まえて策定していただきたい。 

→アンケート項目がすべてを制約するわけではないので、様々な視点から

計画には盛り込んでいく。 

○地域単位の質問は削除したが、地域の意見を組み上げる仕組みはあるか。 

○欠席委員からは郵便番号単位で聞いてはどうかとご意見をいただいてい

る。 

→郵便番号はかなり地域を特定できるが、特定しすぎる傾向もある。 

前回結果では、学研都市の設問を除き、旧３町域で同じ回答の傾向が見

られた。各地域の計画ではなく、市としての計画をつくりたいので、不要

としている。 

○そのような信念があるならば、今回は除外すべきだ。 

 

欠席委員からは、以下の意見をいただいている。 

○依頼文で、どう利活用・反映するのかを明確に書くべきではないか。 

市役所内部での検討や議論に資する、と丁寧に書いてもいいのではないか。

→文言については、事務局での再度の検討を求める。 

○問 1－26 行財政改革の推進ではわかりにくい。 

→行財政改革の推進による財政状況の改善のための取組みとわかりやすく

してはどうか。内容的には変わらない。事務局での再度の検討を求める。 

○問２以降で、行財政改革の必要性を問う質問を加えてはどうか。 

→アンケート回答に必要ないという答えはほぼ出てこないと予想される。

意見としては参考になるが、その後の対応が難しい。 

○問 17 の選択肢８で、自治基本条例は役割分担だけを定めたものではない。

「行政の役割や市民との関係を定めた条例」としてはどうか。 

→そのとおり修正を行う。 
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○問 11 のコミュニティバスについて、質問内に、利用しているバスがきのつ・

加茂・山城のいずれなのかを判別可能なように項目を追加することで地域の

回答は大きく異なると予想される。 

→公共交通連携協議会で利用促進・各種協議を行っている。昨年３月にガ

イドラインも設け、今年 10 月からは予約制の導入の方向性が決められた。

いずれのバスかを質問しても、どのように反映できるかが不明確である

と考えている。それよりも、市全体としての方向性を問うほうがわかりや

すいのではないか。 

○実際には路線によりきめ細かいデータが必要であるが、基本計画ではそこ

まで踏み込む必要はないのではないか。実施計画レベルでは踏み込んだ議論

が必要となる。 

 

○中学生アンケートについて、前回と同じ項目となっているが、多様に解釈

できる抽象的な質問はできるだけ避けていただきたい。問６での、「空間的な

ゆとり」、「ストレスが少ない」、などはもっと具体的な表現が望ましい。 

また、特定の中学校で特徴的な回答が出た場合、教育課題・目標との整合

も考えなければならないので、学校名は必要ないのではないか。 

また、質問内容は前回と同一なのか。 

→ショッピングセンターや映画館の設置等のような要望に関する質問のみ

を削除している。併せて、まちづくりに対しての自由記述の記入欄が少な

いという意見があったので、増やすことで対応した。 

○中学校名を聞いているが、個人を特定するところまではいかないと思う。

学校からも異論はなかったようだが、必ずしも必要とは言えないかもしれな

い。 

→空間的なゆとりなどは、大人でも難しいかもしれない。具体的でわかり

やすい表現とすべく、会長と事務局で再検討を行うこととする。 

 

６．その他 

（１）次回審議会開催日程について 

日 時   ：平成 25 年７月 10 日（水）午後３時から 

主な審議内容：アンケート結果の分析等 

 

（２）その他 

○パブリックコメントは、出てくる意見数が非常に少ない。木津川市では協

働の仕組みはまだ弱い。このままの仕組みで良いのかは疑問に思っている。 

→土地利用計画のパブリックコメントは、60 件くらいの意見があった。 

○総合計画になると一般的に他人事となるので、あまり件数が出ないのでは

ないか。 
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○総合計画は抽象的な部分が多いので、パブリックコメントは返ってこない。

情報弱者の方でも可能な限り参加できるような体制づくりに努めていただ

きたい。 

○他市の基本構想策定レベルでは、地区別にワークショップを開催している

が、基本計画では少ない。加えて、ワークショップでも、参加者は 20 人程度

であり、大多数が蚊帳の外なのかは変わらない。どうしたら主体的に関わっ

てもらえるかは困難な問題である。パブリックコメントをするということが

アリバイ作りとなっているのは否めないと思う。 

○今後どのようにしたら評価を高められるか、今後の計画の内容のなかで議

論が必要である。 

○総合計画の位置づけの法律が変わり、「地方自治体が策定しなければならな

い」から、「判断は地方自治体に委ねる」に法律が変わったが、会長はどのよ

うに考えているのか。 

→今までは義務付けであったので、形だけの計画づくりになってしまう場

合があり、また、首長のマニフェストとの整合性をどうするのかという問

題も出てきていたので、法の縛りを外すということになった。 

必要なければ作らなくてよい中で作っている自治体では主体的に作って

いるということなので、前向きにとらえて良いと思う。 

マニフェストと連動させる形で、期間、見直しのタイミング、手続きな

ど、独自に市が考えられる。色々なことができるようになったという意味

では、前向きに捉えてよいのではないか。 

 

○資料を確認する時間が少ないので、一週間前程度には送付していただきた

い。 

 →今後努力する。なお、次回もアンケート結果が分析・集計できるのが７

月の上旬となり、資料を送付できる時期が審議会直前となるが、ご了承願

いたい。 

 
そ の 他 
特 記 事 項 
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